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No. 198 京大広報

環境保全センター・重金属

廃液処理装置が完成

このたび、京都大学環境保全センターに重金属廃

液処理装置が完成したので，その火入れ式が5月

9日（金）午前11時，沢田敏男総長はじめ学内外

から約50名が列席して挙行された。

この重金属廃液処理装置は，本学の研究・教育

活動に伴って排出される重金属塩類などの無機系

濃厚廃液を無害化処理する目的で設置されたもの

である。

センターの建物は，本部構内にある工学部4号

館の東側の一部に建設され，装置は地下 1階から

地上2階にわたって設置さ

れている。建物の 3階と 4

階は，環境保全センターの

事務室，会議室，研究室等

にあてられている。

無機廃液の処理方法は，

フェライト法を中心とする

もので，処理能力は，廃液

中の重金属濃度 1,000 ppm 

として， l回 5m3である。

このフェライト法は，まず

重金属を含む廃液に硫酸第

一鉄と水酸化ナトリウムを

加えて pHを9～10にし，

60～70・Cに加温しつつ空気

を吹き込むことによって，

重金属を構造中に組み込ん

だ鉄の複合酸化物，すなわ

ちフェライトを生成させる

ことを原理とする。生成し

たフェライト粒子は磁性体

であるから，磁石によって

液中より分離回収すること

ができる。水銀，シアン，

フッ素ーなどは，フェライト

法によって充分には処理で

きないため，別に前処理し

ておく必要がある。すなわ

ち，水銀を含む廃液は，ま

ず酸化分解によって水銀を

・1F

•81 

無機化したのち専用キレート樹脂によって吸着除

去する。シアンを含む廃液は，酸化分解したのち

次亜塩素酸ナトリウムでさらに分解処理する。ま

た，フッ素は，フッ化カJレシウムの形で沈殿固定

化する。したがって，本処理装置で処理しようと

する廃液は，それぞれ有機水銀系，無機水銀系，

シアン系，フッ素 ・リン酸系，一般重金属系など

に分類して持ち込む必要がある。生成したフェラ

イトスラッジは，電波遮へい材，防音材などの用

途に利用する目的で，本処理装置のメーカーであ

る日本電気株式会社が引き取ることになってい

る。

環境保全センターとしては，今後慎重に試運転

重金属廃液処理装置設置図
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を重ねながら，運営委員会を通じて各利用部局の

意見をきき，処理装置の運営方法，利用要項を定

めてし、く予定である。

さて，この重金属廃液処理装置と，現在稼動中

の有機廃液処理装置とを併用することにより，本

学の有機系，無機系実験廃液を共に処理すること

が可能となり，環境保全面で大きな前進がみられ

ることとなった。しかし注意していただきたいこ

とは，これらの装置は，あくまで排水系の外に置

かれたもので，決して実験室から流された排水中

に含まれる有害物質を除去するためのものでない

ことである。本学の環境保全のためには，各キャ

ンパスの実験排水路の整備，ためます枕泥等の有

害固形物の処理，産業廃棄物対策等々，今後に残

あいさっする小野木環境保全センター長

された問題は多い。

今後とも環境保全についてより一層のご理解と

ご協力を切望するしだいである。

（環境保全センター）

.，，＿，，’H ’H ’H ’H ’H ’H ’H ’H ’H ，。。，H ’H ’.，＿，

法学部公開学術講演会

ドイツ連邦共和国デュッセJレドノレフ大学 教授

で， ドイツ歴史学研究所（ロンドン）所長である

ヴォJレフガング・ J・モムゼン博士が，今回法学

部の招きで来日された（京都大学創立七十周年記

念後援会助成金による）。 同博士は， ドイツ現代

史専攻で，帝国主義時代を専門にしておられる

が，我が国では，マックス・ウェーパー研究者と

して著名である。

同博士の京都大学での講演は，京都大学法学会

主催，京都大学経済学会， ドイツ現代史研究会，

京都ドイツ文化センター共催として 2回行なわれ

た。第 1回の講演「現代ドイツ連邦共和国の歴史

叙述における諸動向」は， 4月29日（火）午後2

時から 6時まで，経済学部特別講義室において行

なわれ，約 130名の聴講者があって活発な質疑応

法学部公開学術講演会（5月2日・法経第七教室〉

答がなされた。 2回目の講演は，5月2日（金）

「マックス・ウェーパーと自由主義価値体系の危

機」と題してなされた。多くの研究者が集まり

（約260名），会場は法経第七教室に変更され，午

後2時から 6時半まで熱心に質疑と応答が交わさ

れた。

（法学部）

木材研究所第35回公開講演会

木材研究所主催の公開講演会は，本年第35回を

迎え， 5月13日大阪科学技術センターにおいて開

催された。70数名の参加があり，午後1時30分か

ら4時40分まで熱心な聴講と討論が行なわれた。

今回は第30回木材学会大会が京都で開催された直

後でもあり，木材資源の価値に対する認識が近年

深まり，その有効利用の必要性が多少とも一般に

理解されてきたことなどを今回の講演会からうか

がうことができた。演題ならびに講師は次のとお

りである。

竹の生長について

木材物理部門 野村隆哉

木材の組織と材質

一生物客と材料としての性質一

木材生物部門 林 昭三

木質資源の機能

木材物理部門 山田 正

（木材研究所）
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く紹介〉

どんづるぽう

防災研究所 ・屯鶴峯地殻変

動観測所

屯鶴峯地殻変動観測所は，昭和40年に発足した

全国的な地震予知研究計画の一環として昭和42年

に設置された。

地震の直接の原因は地殻をつくる岩石の破療で

あるが，岩石が破壊する前には変形を伴い，この

ため地表面にも僅かながら伸縮 ・傾斜・昇降など

の変化が現われる。従って，地表近くでこのよう

な変化，いわゆる地殻変動を常時観測しておれ

ば，地震の前兆の異常変動を捕えることができ，

地震予知の有力な手がかりが得られる。地殻変動

観測所では，地下深くに掘られたトンネノレの中

で，土地の微小な伸縮や傾斜変化を計る伸縮計や

傾斜計などによる地殻変動の連続観測，観測所周

辺での光波測量や水準測量などの測地測量，その

他地殻変動と関係があると思われる諸現象の観測

などを行ない，地震の発生と地殻変動との関係を

究明し，地震予知の研究を行なうことを主要な目

的としている。

本観測l所は奈良県北葛城郡香芝町字穴虫にあ

り，本館と観測坑道とからなっている。本館は敷

地 676m＇の中に建てられた床面積 200m＇の鉄筋コ

ンクリート造 2階建で， その背後に 45m＇の木造

平屋建の職員宿舎2戸が建っている。観測坑道は

本館の西方約 700mのところにあり，第二次世界

大戦末期に掘られた防空壕跡（断面は高さ約 4m,

幅約 3.2m）で，相連なる二つの山に縦横に掘ら

れており，その約 1/6・延約 220mを借り上げて

改修したものである。現在，坑道内に設置されて

いる主な計器は，水晶管伸縮計（歪地震計兼用

型） 3台，スーパー ・インヴァーノレ棒伸縮計7台

(6台は立体の 6成分伸縮計），スーパー・インヴ

アーノレ線伸縮計2台，水管傾斜計2台，水平振子

型傾斜計10台，短周期地震計 l台である。これら

の観測記録は坑道内で直接行なわれると共に，観

測のテレメータ化が行なわれ，観測信号を専用の

通信ケーフツレ線を用い，本館のテレメータ室に導

き，記録 ・処理している。更に，そのうちの一部

は日本電信電話公社の専用回線で，宇治市五ケ庄

る。その他観測所周辺では光被測量が繰り返し行

なわれている。これらの観測に従事している本観

測所の職員は助手 l，技官 lの2名である。

本観測所の周辺部は“どんづるぼう”と呼ば

れ，奈良県から天然記念物に指定された景勝の地

である。眼前に見える二上山の火山活動期の噴出

物が堆積してできた白色凝灰岩や凝灰角磯岩から

なるどんづるぼう層が露出し，長年の風化 ・水蝕

作用をうけてで‘きた白色の奇妙な形の山や崖，そ

こに点在する松，これらを遠くから眺めると，松

上に屯（たむろ）する鶴の群に見えるというので

屯鶴峯と名付けられたといわれている。雄岳 ・雌

岳がらくだの背のように連なる二上山は普から多

くの歌に詠まれ，雄岳の頂上には悲劇の大津皇子

の基がある。また，中将姫の伝説やぼたんの名所

でも有名な当麻寺や石光寺は本観測所から約4回

のところにある。なお，本観測所は国道 165号の

穴虫峠のそばで，最寄駅は国鉄和歌山線下回駅，

近鉄大阪線下回 ・二上 ・関屋各駅，南大阪線二上

山駅であるが，駅から徒歩で20～30分を要する。

（防災研究所）

観測坑道内部（6成分伸縮計，水管傾斜計，水平援
にある防災研究所へ搬送し，記録・処理されてい 子型傾斜計）
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昭和55年度創立記念日行事講演会の開催

本学では，創立記念日（ 6月18日）を祝し講演会を下記のとおり開催いたします。本学教

職員，学生の皆さんの来聴を歓迎します。

記

岡本耕造（京都大学名誉教授） 演題実験の進め方とその思考について

一高血圧症の実験的研究を中心にしてー

日時昭和55年6月20日（金）午後3時30分

宇治地区構内電話番号の変更

本学字治地区の構内電話番号が昭和55年4月18

日（金）午後5時以後全面的に切り替えられた。

これは，字治地区が年々整備，拡充されるに伴

い電話回線が不足していたが，これを解消するた

め基幹整備の一環として，従来のA型交換機（実

装 600回線）を電子交換機（容量 1,200回線，実

装 800回線）に取り替え，電話番号を変更したも

のである。

（事務局施設部）
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